
小学生2021年度  アルペ夏期講座のご案内　0515版

今年も、有意義で心に残る夏休みを応援します！　2021年の夏期講座のご案内です。少人数の

クラス編成のため、満席になり次第締め切りとなります。お早めにお申込みください。

　

☆☆☆コース授業のご案内☆☆☆（コース授業参加には、学力チェックがございます）

【１・２年チャレンジコース】

　大事な低学年の学び。どんな勉強をしていくかで、高学年の学力を大きく左右するのは言うまでもあ

りません。基礎内容の取りこぼしがないか確認し、さらに応用力をつける取り組みをしましょう。漢字や

計算力だけでなく、丁寧に文章を読む力、読み取ったことを書いてまとめる力、自分の言葉で説明する

力を身に着けていくことが、大切です。国語算数に加えて、お子さんの読み書き表現の総合的な力を鍛

えます。私国立小学校の方にもお勧めです。四谷大塚のジュニア教材とアルペのオリジナル教材を併

用します。　

☆1年生

　①７月２３日（金）１３：1０－１５：4０　国語算数表現

　②７月２４日（土）１３：３０－１５：３０　国語算数表現

　③７月２６日（月）１３：３０－１５：３０　国語算数表現　　　　

　全３日間　受講料19,800円　（外部生21,780円）

　☆２年生

　①７月２３日（金）１３：３０－１５：３０　国語算数作文

　②７月２４日（土）１３：３０－１５：３０　国語算数作文

　③７月２６日（月）１３：３０－１５：３０　国語算数作文

　④７月２７日（火）１4：0０－１6：3０　国語算数作文

　全４日間　受講料22,000円　（外部生24,200円）

【３年ジュニアコース】

　偏差値60以上を目指すお子さんのための授業です。四谷大塚のジュニア教材とアルペオリジナル教

材を組み合わせて学びます。思考力・記述力を身につける力、考え方・解き方を自分の言葉で説明でき

る力を育成することに力を入れています。少人数で丁寧に指導します。私国立小学校のお子さんの参

加も歓迎です。

①７月31日（土）１３：００－１５：５０　国語算数記述

　②８月2日（月）１３：００－１５：５０　 国語算数記述
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　③８月３日（火）１３：００－１５：５０　国語算数記述

　④８月４日（水）１３：００－１５：５０　国語算数記述

　⑤8月５日（木）１３：００－１５：５０　国語算数記述

　⑥8月6日（金）１３：００－１５：５０　 国語算数記述　　　　　　　　　　　　　

　全６日間　受講料36,300円　（外部生39,930円）

【４年総合コース】

　四谷大塚の予習シリーズ夏期テキストで学習の軸を作り、アルペオリジナル教材を組み合わせて、知

識や思考力・応用力を身につけるコースです。最も大事な「学習への取り組み方」を大切に指導します。

①７月２３日（金）１３：００－１５：５０　算数国語

②７月２４日（土）１３：００－１５：５０　算数国語

③７月２６日（月）１３：００－１５：５０　算数国語

④８月４日（水）　１３：００－１６：３０　算数国語

⑤８月５日（木）　１３：００－１６：３０　算数国語

⑥８月６日（金）　１３：００－１６：３０　算数国語

⑦８月7日（土）　１４：３０－１６：５０　算数国語

⑧８月１６日（月）　１３：００－１5：5０　理科社会

⑨８月１７日（火）　１３：００－１5：5０　理科社会　　

⑩８月１８日（水）　１３：００－１5：5０　理科社会

⑪８月１９日（木）　１３：００－１5：5０　理科社会まとめ

⑫８月２３日（月）　１３：００－１５：５０　国語算数総まとめ

※通常4年受験コース生は以下の二日間もあります。（記述講座の8月授業です）

⑬8月10日（火）１３：３０－１５：３０　記述講座

⑭8月24日（火）１３：３０－１５：３０　記述講座　　
　　　　　　　　　　　　　　　

受験コース通常生（記述あり）　４科目全１４日間　受講料92,400円　２科目１０日間　受講料66,000

円

内部生　4科目１２日間　受講料79,200円　2科目８日間　受講料52,800円

外部生　4科目１２日間　受講料87,120円　2科目８日間　受講料58,080円

【５年総合コース】
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　四谷大塚の予習シリーズ（国語算数理科社会）で受験の基礎を作り、アルペオリジナルの記述読解教

室や算数講座で、応用力を養成します。5年生だからこそ、たくさんの文章を読み、手を動かして考え、

豊かな総合力を身につける夏休みにしましょう。

①８月１日（日）１６：００－１９：００　算数図形集中

②８月４日（水）１６：００－１９：００　算数図形集中

③８月９日（月）１３：００－１５：５０　　　算数国語

④８月１０日（火）１４：００－１７：００　　算数国語

⑤８月１１日（水）１４：００－１７：００　　算数国語

⑥８月１６日（月）　１６：００－１８：００　理科社会

⑦８月１７日（火）　１６：００－１８：００　 理科社会

⑧８月１８日（水）　１６：００－１８：００　理科社会

⑨８月１９日（木）　１６：００－１８：００　理科社会

⑩８月２３日（月）　１３：００－１５：５０　算数国語

⑪８月２５日（水）　１６：００－１９：００　まとめテスト①

⑫８月２６日（木）　１５：００－１７：００　まとめテスト②

※通常５年受験コース生は以下の二日間もあります。（記述講座の8月授業です）

⑬8月６日（金）１７：００－１９：００　記述講座

⑭8月27日（金）１７：００－１９：００　記述講座　　

全１2日間　受講料79,200円　（外部生１３日間　87,120円）

受験コース通常生（記述あり）　４科目全１４日間　受講料92,400円　

2021年度の5・6年都立受験・6年私立受験の、夏期講座「総合コース」での受け付けは行いません。受

験対策の単科講座を多数ご用意しておりますので、組み合わせてご参加ください。（単科講座の対象学

年を参考になさってください。）

☆☆☆単科講座☆☆☆

【記述読解教室・算数教室】

単科講座は三鷹教室とZOOM授業で開催します。

3



4

【三鷹教室開催　記述読解講座】

講座番号　K１　　2年生　初めての物語文
7月23日（金）24日（土）26日（月）

13：10-14：20　（70分×3回）

対象：小学2年生　受講料13,200円　外部生14,520円

国語の文章は「自由に」読んではいけません。高学年で国語が苦手なお子さんは「なんとなく」読む

クセが伸び悩む原因です。文章を読む時は、「話の筋を追うこと」「大事なポイントを逃さずに読むこ

と」が大切です。

この講座では、低学年のうちに身につけたい文章の読み方を、きっちり指導します。

夏休みに、少し難しい文章にもチャレンジしてみましょう！

講座番号　K２　４年生小説の読解
7月23日（金）24日（土）26日（月）

14：30-15：50　（80分×3回）

対象：小学4年生　受講料13,200円　外部生14,520円

中学入試で必ず出題される「小説文」「物語文」「随筆文」「エッセイ」。

いずれも「心情把握」の力が試されています。この心情把握の問題は対策がとても難しいのです。そ

の理由は、

● 「◯◯と思った」と直接的な表現ではなく、間接的な表現を読み取る必要がある

● どうしても自分の主観を入れてしまい「自分ならこう思う」で解いてしまう

● 状況がイマイチ分からず、登場人物がどういう気持ちか想像がつかない

やみくもに練習しても読解力は上がりません。

この講座では、心情把握の「語彙」を増やすこと、読み取ったものを正確に記述する力をつけること

を目的として取り組みます。

講座番号　Ｋ３ 新聞読解講座　ニュースレポートをまとめよう！
7月23日（金）24日（土）26日（月）

16：00-17：20　（80分×3回）

小3～6　受講料13,200円　外部生14,520円

★発表会参加に向けて準備できる講座です。★

「新聞を読む　➡　要約する　➡　自分の意見を書く」の手順で、ニュースレポートに取り組みます。
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通常生の方は、これまでに取り組んできたレポートのまとめ方のレベルアップが目標です。初めての

方は、新聞の読み方、まとめ方を学ぶ機会になります。夏休みの自由研究にも活用できます。

また、9月4日（土）アルペ学習成果発表会で「ニュースレポート部門」に出場する方の準備講座になり

ます。該当部門に出場希望の方は、ぜひご参加ください。

講座番号　K4 読書感想文講座
7月31日（土）　8月2日（月）3日（火）

13：00-14：20（80分×3回）

対象：小１～６年生　受講料13,200円　外部生14,520円

●読書感想文の書き方を指導したあと、実際の感想文を完成させるまでの講座です。

●学校の夏休みの課題対策に効果的です。

●読書感想文コンクールの応募を目指すお子さんにもオススメです。

●感想文の他、意見文や体験文を仕上げたいお子さんの指導も行います。事前にご相談ください。

＜講座の流れ＞

・講座初日までに、自分の選んだ本をしっかり読んで参加していただきます。

（事前に題材のご連絡をいただきます。）

・授業では読んだ本に関する「内容の書き出し」や「イメージ画を描く」ところからスタート。丁寧にアド

バイスします。作文は一人ずつ添削指導して完成させます。

講座番号　Ｋ5　楽しい語句特訓
7月31日（土）　8月2日（月）3日（火）

14：30-15：50（80分×3回）

対象：1～4年生　受講料13,200円　外部生14,520円

　●人気No.1の講座です。毎年、短期間で満席になります！

●  国語が苦手なお子さん、作文を書くのが苦手なお子さんにオススメです！

● 将来の中学受験のための基礎づくりに効果的です！

国語が苦手なお子さんの共通点は、語彙力が不足していること。この状態では、

文章の意味も分かりませんし、作文もひらがなの多い、幼い文章になってしまいます。

＜講座の流れ＞

本講座は、国語が苦手なお子さんでも楽しく取り組めるように工夫されています。

例えば「言葉のカード」。楽しみながら四字熟語や慣用句、ことわざを学びます。

また、ゲーム性を活かして「短文作り」や「連想ゲーム」で文章をつなげ、少しずつ長い文章を書く練

習をします。学年を問わず、低学年から参加することができます。
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※本講座では200字程度の作文練習を想定しています。長い作文のトレーニングをご希望の方は、

他の講座にご参加ください。また、文章読解に重点をおいた講座もおすすめです。

講座番号　K６　3年生　説明文の正しい読み方・解き方講座
8月4日（水）5日（木）6日（金）

13：00-14：20（80分×3回）

対象：小学3年生　受講料13,200円　外部生14,520円

説明文は、「なんとなく」読むクセをつけると、直すのが大変です。「話の筋を追うこと」「大事なポイン

トを逃さずに読むこと」が大切です。

この講座では、低学年のうちに身につけたい文章の読み方を、きっちり指導します。特に、「接続詞」

「指示語」と「筆者の主張の読み取り」を学びます。夏休みに、少し難しい文章にもチャレンジしてみ

ましょう！

講座番号　Ｋ７　4年生　論説文の正しい読み方・解き方講座
8月4日（水）5日（木）6日（金）

14：30-15：50（80分×3回）

対象：小学4年生　受講料13,200円　外部生14,520円

論説文は、苦手とするお子さんが最も多い分野の文章です。背景知識がないと、理解するのが難し

い題材もあります。正確に「話の筋を追うこと」「大事なポイントをおさえること」が大切です。この講

座では、4年生のうちに身につけたい論説文の読み方を指導します。特に、「接続詞」「指示語」と

「具体例と筆者の主張」「要約」を学びます。夏休みに、少し難しい文章にもチャレンジしてみましょ

う！

講座番号　K８　中学受験の記述解答対策（明大明治・学習院レベル）
8月9日（月）10日（火）11日（水）

14：30-15：50（80分×3回）

対象：5～6年生　受講料13,200円　外部生14,520円

　中学受験生対象の講座です。中学受験入試問題を題材に、読解練習・記述練習を行います。今

回の講座では、明大明治中　学習院中・学習院女子中の問題を扱います。
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丁寧に読解を行い、お子さん一人一人が書いた答案に対して、添削指導と、書き直し指導をしま

す。実践力が付く講座です。6年生だけでなく、最難関を目指す5年生の参加も受け付けます。

講座番号　K9　新聞スクラップ講座

8月9日（月）10日（火）11日（水）

16：00-17：20（80分×3回）

対象：４～６年生　受講料13,200円　外部生14,520円

※４年連続、朝日小学生新聞主催の「スクラップ学習コンクール」で入賞者が出ました。今年

も、学校の自由研究に加えて、コンクールへの応募を応援します！

こんなお子さんにおすすめです

● 新聞やニュースなどに幅広く関心を持ちたい！

● 調べたことをまとめる力をつけたい！

● プレゼン能力を磨きたい！

● 学校の自由研究を進めたい！

　「時事問題＝暗記問題」ではない。思考力をつけよう。

　少し前までは「時事問題＝社会（科）の暗記問題」というイメージでした。しかし現在の入試では

様々な角度から時事問題が出題されています。それも、表面的な知識にとどまらず、その問題の背

景まで迫る問題も少なくありません。教科という枠にとらわれず、総合的な思考力を養う上で、新聞

（ニュース）はとても良い題材です。

　なぜ新聞を読み始めると成績が上がるのか

　政治や経済、科学技術などのニュースの中で「これ勉強したことがある！」と身近に感じたり、「な

にが問題なの？」と疑問に感じたりすることで知的関心を高まります。モチベーションも上がり意欲

的に学習できれば、確実に成績が伸びていきます。

　

＜講座の流れ＞

●自分が興味のある記事を選ぶ

「好きな記事を選んで」と言われても、はじめのうちは難しいものです。自分が知っていると思ってい

ても、記事を読んでみるとよくわからないということはよくあります。このような経験をしながら、経験

値を上げていきます。

●記事の内容を自分の言葉でまとめてみる

１つの記事を取り上げて、その要約と背景知識、自分の意見を合わせて200字でまとめます。初め

のうちは、記事をそのまま写すことが多いのですが、やはり経験値を積むことで「自分の言葉で説明

する」という感覚ができてきます。

●自分だけのスクラップノートを作る！

この講座をきっかけとして、新聞を読んで、記事をストックする習慣をつけてほしいと思います。今後
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の勉強のきっかけにもなりますし、夏休みの自由研究にもなります。

●みんなの前で発表する！　友達の発表を意思を持って聞く！

目まぐるしく変わる世界情勢に対して、小学生のうちから興味・関心を持つことはとても重要です。子

どもならではの視点から社会問題を見つめ、その感性を養うことは、その後の勉強に大きなメリット

をもたらします。ぜひ、ご参加ください！

講座番号　K10 　適性検査対策作文
8月16日（月）17日（火）18日（水）

13：00-14：20（80分）

対象：５～６年生　受講料13,200円　外部生14,520円

授業は、お子さんの学力状況に応じて、2つのレベルにわけて指導します。

【基礎レベル】で扱う題材は、入試実践レベルよりもやさしめで、5年生ではじめて適性検査の作文を

学んでいくお子さんにも取り組みやすい身近な題材を扱います。例えば、原稿用紙の使い方、正し

い段落の構成のやり方、筆者の主張の見つけ方と要約のノウハウを教えます。

【実践レベル】では、都立武蔵中をはじめとする都立中の過去問や実践問題を題材にします。限ら

れた時間の中で文章を精読し、きちんと要約し、趣旨をつかみ、作文を書いていくという実践的なハ

イレベルな講座です。解答はその場でひとりずつ、添削指導を行います。とくに受験生がもっとも苦

手とする意見作文ですが、パターンを理解することが大切です。

①何段落で書くか

②段落ごとの中身は何を書くか（意見・具体例・まとめの配分）

③出題文の引用はどのくらい入れるか

入試を意識した指導を受けることで、得点率はかなり上がります。これまで自己流だった文章読解

や作文の書き方が、入試で点数をとれる正しい方法に変わります。きっと２学期からの取り組み方も

変わり成果がでるはずです。ぜひ、積極的に参加してください。

講座番号　K11 　適性検査資料読解記述対策
8月16日（月）17日（火）18日（水）

14：30-15：50（80分）　

対象：５～６年生　受講料13,200円　外部生14,520円

都立中で必ず出題される資料問題（都立武蔵中であれば適性検査Ⅱに該当）。

実は、コツが分かれば高得点が狙えます。

「資料問題」は、

　①表やグラフから適切なデータを読み取る　
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　②正しい式を立て計算を行い割合を求める　

　③自分の言葉で無駄なく論理的に説明する

という流れになっています。

また、問題のテーマ（多くの場合は時事問題）に関する「あなたの意見」を問われることも多く、それ

に対するオリジナルの自分の意見を200字程度でまとめる練習と添削も行います。

講座番号　K12 　国語×未来　アルぺ　プレゼンコンテスト　準備講座　
8月16日（月）17日（火）18日（水）19日（木）

18：00-19：20（80分）

28日（土）リハーサル

15：00-17：00（120分のうち指定された時間）

☆9月4日土曜日発表会への参加必須の講座です。☆

受講料22,000円（外部生24,200円）

対象：小４～６　参加資格あり　申し込み時にご案内します。

※９月４日（土）１９：５０－２０：２０ごろ　国語×未来　プレゼンコンテスト　小学生の部

【ZOOM開催　記述読解講座】
講座番号　Z1　中上級読解アルファクラス
8月7日（土）28日（土）17：40-18：50

70分×2回　受講料　11,000円 　外部生　12,100円

対象：５～６年生

通常授業で開催している記述講座の要素と、5年生レベルの読解を扱う授業です。楽しく参加してい

ただける授業なので、国語に苦手意識がある高学年の方にお勧めです。読解のための背景知識を

深め、文章を精読する練習を行います。

※前期から通常開催している講座ですが、8月だけの参加も受け付けます。

講座番号　Z2　受験読解（桐朋中過去問）
8月7日（土）28日（土）19：00-20：20

80分×2回　13,200円（事前個別添削あり）　外部生14,520円

6年受験生
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中学受験生対象の講座です。桐朋中の入試問題を題材に、読解・記述練習・解答作成練習を行い

ます。桐朋中に特化した講座です。

丁寧に読解を行い、お子さん一人一人が書いた答案に対して、添削指導と、書き直し指導をしま

す。実践力が付く講座です。6年生だけでなく、最難関を目指す5年生の参加も受け付けます。

※前期から通常開催している講座ですが、8月だけの参加も受け付けます。

講座番号　Z3　受験読解（麻布中過去問）
8月23日（月）24日（火）25日（水）

16：00-17：20（80分）　19,800円　外部生21,780円

6年受験生

中学受験生対象の講座です。麻布中の入試問題を題材に、読解・記述練習・解答作成練習を行い

ます。麻布中に特化した講座です。 丁寧に読解を行い、お子さん一人一人が書いた答案に対して、

添削指導と、書き直し指導をします。実践力が付く講座です。

【三鷹教室開催　算数講座】

講座番号　S１ 　中学受験計算力強化講座
7月23日（金）24日（土）26日（月）

13：00-14：20（80分×3回）

※4年総合コースには含まれてます。

対象：３～６年生 　受講料13,200円　外部生14,520円

中学受験の算数は、合否を最も左右する科目です。中でも算数の計算力は最重要。文章題でも図形で

も、すばやく正確に解答するには無駄のない計算力が軸になります。中学受験の計算力には「思考力」

が必要です。この講座では、計算の手順や正確な方法を指導します。難易度の高い入試の計算に対

応できる基礎力をつけましょう。

講座番号　S２　1・2年生算数発展
7月23日（金）24日（土）26日（月）

14：30-15：40（70分）

対象：１～２先生　受講料13,200円　外部生14,520円

10



11
※1・2年チャレンジコースには含まれてます。

講座番号　S３　楽しい図形講座（平面図形編）
7月31日（土）　8月2日（月）3日（火）

16：00-17：20（80分）

対象：３～５生目安　受講料13,200円　外部生14,520円

頭をやわらかくして、楽しく算数を学びましょう！この講座は、苦手なお子さんが多い、図形を楽しく学ぶ

ことを目的とした講座です。【平面図形】を取り上げます。お子さんたちが大好きな「マッチ棒問題３０題」

や「平面図形パズル３０題」にチャレンジします！基本的な問題レベルからスタートしますが、夏休みだ

からこそ、レベルアップした問題も多数ご用意しています。　もともと算数が得意なお子さま、受験算数

の対策のために、楽しく図形知識を習得したいお子さまにもお勧めです。

講座番号　S４　中学受験図形講座
８月1日（日）4日（水）

16：00-18：00（120分×2回）

対象：5～6年生　受講料13,200円　外部生14,520円

中学受験の算数から「図形」分野を強化する授業です。基本事項の確認から、補助線の入れ方・応用・

発展問題まで、レベル別にチャレンジします。算数の学力充実にお勧めの講座です。

講座番号　S5　小３算数受験準備
7月31（土）8月2日（月）8月3日（火）

13：00-14：20（80分×3回）

対象：3年生　受講料13,200円　外部生14,520円

※3年総合コースの方は含まれます。

講座番号　S6  小３算数受験発展
8月4日（水）5日（木）6日（金）

14：30-15：50（80分×3回）※時間訂正しています。

対象：3年生　受講料13,200円　外部生14,520円

※3年総合コースの方は含まれます。

【単科講座　受講料割引一覧】　
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単科講座３講座以上受講から割引あり

３講座　合計で５％

４講座　合計で１０％

５講座　合計で１５％

６講座以上　合計で２０％

総合コース生がオプションで単科講座を受講する場合、１講座目から割引率が2倍になります。

※お申込みは、HPのお問い合わせから、またはメールでお願いします。

　 HPご利用の方→https://xn--vcs21ibix34a720cwwn.net/contact-form/

※塾生の方は、google classroomから、お申込みについてお知らせしますので、ご確認くださ

い。
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